
中國醫藥⼤學
111學年度⼤學申請入學招⽣

錄取名單
012022 - 醫學系

名額類別：招⽣名額

　正取：87名(先由左⾄右，再由上⽽下，依考⽣名次排序)

　10166821 符〇暄　10228525 林〇寬 　10042230 王〇　
　10003630 施〇凡　10227703 廖〇瑲 　10131420 吳〇佑
　10281532 殷〇涵　10279635 蔣〇霏 　10166514 陳〇傑
　10312601 張〇嘉　10247010 程〇霖 　10229327 曾〇茜
　10215933 蕭〇楷　10281603 王〇明 　10311726 林〇綠
　10166819 ⽩〇必　10268824 曾〇庭 　10261626 謝〇瑜
　10169116 康〇慶　10287010 柯〇廷 　10233302 許〇禔
　10197417 王〇喬　10033931 洪〇哲 　10036231 葉〇彤
　10174016 陳〇廷　10174329 黃〇澔 　10111125 潘〇安
　10195604 吳〇堂　10269231 葉〇妤 　10222207 張〇榛
　10149008 劉〇宏　10187031 何〇諭 　10035034 林〇均
　10170808 陳〇妤　10269310 黃〇穎 　10175731 楊〇易
　10011033 陳〇新　10281508 許〇慈 　10166627 張〇榕
　10166534 吳〇瑾　10035022 鄭〇捷 　10199415 吳〇敏
　10259033 許〇龍　10215925 唐〇恩 　10247432 施〇蓁
　10176023 黃〇鈞　10111425 詹〇宇 　10148836 仇〇荷
　10176012 周〇君　10235025 侯〇叡 　10108322 賴〇群
　10269122 康〇琇　10245702 林〇宸 　10134734 黃〇悅
　10269311 洪〇鈞　10257209 葉〇煜 　10035730 張〇鈞
　10294534 鐘〇宇　10215929 胡〇傑 　10170711 李〇欣
　10015209 隋〇妘　10035527 李〇中 　10226232 廖〇瑜
　10171636 蔡〇樺　10175807 張徐〇祐　10207736 黃〇樺
　10175613 羅〇皓　10074810 呂〇鴻 　10251421 陳〇璇
　10198803 李〇立　10211635 劉〇祺 　10176029 丁〇呈
　10028617 林〇奇　10261122 王〇荏 　10199328 李〇朋
　10269134 吳〇融　10166733 張〇堯 　10175818 陳〇丞
　10035133 陳〇緯　10239202 許〇睿 　10044329 陳〇睿
　10010918 林〇慶　10165208 吳〇宸 　10016822 李〇博



　10075528 張〇斌　10221709 蔡〇修 　10320719 蔡〇恩

　備取：172名(先由左⾄右，再由上⽽下，依考⽣名次排序)

　10112716 陳〇妤　10028327 吳〇宏　10012203 張〇嘉
　10147401 李〇恩　10295011 蕭〇⽵　10154208 梁〇倪
　10234235 謝〇宸　10268808 鄧〇成　10012612 賈〇謙
　10175723 李〇　　10152429 彭〇萱　10166630 丁〇⼼
　10216613 朱〇昱　10016835 黃〇睿　10170516 李〇安
　10211124 王〇峰 　10224316 呂〇隆　10279920 蔡〇喬
　10174729 黃〇彥　10035929 謝〇昱　10261220 羅〇惟
　10016402 陳〇妤　10175804 陳〇安　10093709 周〇頤
　10011009 邱〇祐　10195633 周〇均　10049432 李〇志
　10124607 黃〇仁　10166633 黃〇軒　10251023 林〇丞
　10148621 王〇安　10111415 劉〇熙 　10176025 陳〇璿
　10149120 林〇均　10256923 黃〇中　10014827 呂〇⼈
　10146916 王〇云　10170002 蘇〇云　10257302 潘〇培
　10279819 郭〇羲　10281522 陳〇嫻　10251134 林〇凱
　10141928 王〇媜　10098631 吳〇瑀　10166423 廖〇珈
　10251306 王〇妮　10251419 陳〇寧　10133507 巫〇瑄
　10180510 杜〇錚　10268911 張〇銘　10141917 何〇宇
　10295817 葉〇安　10213828 楊〇權　10225003 蔡〇蓁
　10313319 王〇嫙　10040734 蔡〇頤　10260203 李〇睿
　10134712 何〇⼀　10268823 施〇軒　10290517 王〇萱
　10044304 王〇徹　10295826 柴〇允　10261208 陳〇豫
　10112628 吳〇德　10166431 顧〇元　10173916 劉〇洋
　10035221 蕭〇仁　10035611 楊〇泓　10042006 陳〇涵
　10110925 郭〇維　10295828 農〇宜　10175531 林〇達
　10056513 周〇貴　10174129 楊〇鈞　10116712 翁〇　
　10175631 游〇惟　10316215 楊〇晴　10042209 陳〇瑋
　10259311 劉〇暐　10279709 鍾〇宇　10184410 謝〇妤
　10041920 吳〇成　10130404 鄭〇薰　10166531 蔡〇亨
　10245832 吳〇⿑　10282007 莊〇菡　10074835 林〇佑
　10165311 薛〇軒　10175630 陳〇睿　10235015 吳〇穎
　10112736 ⽩〇雅　10281606 林〇軒　10069036 張〇韶
　10070632 江〇洲　10044001 黃〇凱　10170026 張〇綸
　10016208 呂〇運　10269305 蘇〇碩　10035915 林〇弘
　10303432 涂〇箏　10228227 丁〇宇　10282033 鄭〇文



　10035732 鄭〇祈　10035923 吳〇霖　10173903 李〇宇
　10171611 陳〇宇　10176133 戴〇育　10195611 郭〇妏
　10279935 侯〇臻　10175904 王〇佑　10227805 呂〇宸
　10247411 黃〇珺　10211614 施〇呈　10299235 陳〇妤
　10174905 徐〇展　10035722 施〇如　10150905 許〇軒
　10042231 黃〇⼈　10014201 張〇棠　10035834 許〇桄
　10110929 王〇升　10035606 胡〇翔　10175530 樂〇昀
　10246034 郭〇岱　10246031 胡〇烜　10295031 陳〇仰
　10241506 蘇〇愷　10174115 劉〇豪　10023905 陳〇涵
　10007823 黃〇翔　10003732 盧〇崴　10207734 廖〇瑄
　10035917 陳〇任　10035020 顏〇翰　10279623 陸〇華
　10014413 鍾〇天　10008312 易〇諺　10149006 楊〇諴
　10173829 李〇倫　10258933 林〇信　10035530 李〇峰
　10040920 曾〇睿　10303322 黃〇智　10269110 張〇慈
　10259409 邱〇凱　10157418 詹〇德　10170723 周〇叡
　10174027 洪〇禧　10096835 蔣〇維　10175513 張〇瑋
　10260215 鄭〇昇　10232302 賴〇嘉　10170821 陳〇澔
　10074822 宋〇耀　10291230 黃〇筠　10195622 楊〇安
　10007129 楊〇勳　10147903 吳〇諺　10154807 洪〇珉
　10281935 莊〇可　10124536 施〇旭　10215018 柯〇維
　10008003 林〇宇　10006625 曹〇倫　10176704 簡〇叡
　10285525 鍾〇叡　10295614 鐘〇蔚　10044201 符〇吾
　10123935 張〇豐　10173801 甄〇恩　10269111 洪〇棊
　10080436 程〇豪


